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会長卓話 

 

吉澤 晴雄 会長 

皆様、こんにちは。この度、本日付けをもちまして

伝統ある越谷北ロータリークラブ第 43代会長に就任

いたしました吉澤晴雄でございます。微力ながら、一

年間一生懸命会長職を務めさせて頂きます。どうぞ、

宜しくお願いします。 

私は、2006年 2月 1日、安井年度に大熊さんを紹

介者として入会させて頂きました。その後、黒田年度

には新世代・インターアクト委員長として、少年野球

大会を立ち上げさせて頂き 2年間越谷北高校のグラ

ンドをお借りして野球大会を開催させていただきまし

た。長島年度には社会奉仕委員長として、越谷ジュ

ニア甲子園野球大会を立ち上げさせて頂きました。

第 1回大会は参加校 21校でしたが、翌年の第 2回

大会からは松伏の 2校も参加となり、23校で大会を

行っています。また、第 2回大会からは 35周年の事

業として、優勝旗を作成していただきました。その野

球大会も皆様のご協力で、今年で 10回大会を迎え
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ることができました。また、石川年度には幹事にご指

名いただきました。本来ですと、会長就任を一番喜ん

でくれるはずの石川さんがここにいないのが非常に

残念ですが、どこかで見守っていてくれると思いま

す。 

 さて、来年はいよいよ当クラブよりガバナーが輩

出されます。ガバナー輩出に伴い、地区大会では次

年度ホストクラブとしての挨拶及び PR、ガバナーエレ

クト壮行会での挨拶及び地区役員、関係者へのおも

てなし、そして、ドイツ世界大会、ガバナーナイトでの

挨拶と今までにない、たくさんのお役目と言うか試練

が待っています。なかなか経験のできることではあり

ませんので、皆様のお力をお借りして、一つ一つ楽し

みながら、こなしていきたいと思います。 

 本来ですと会長を務めるにあたり皆様に記念品

をと思いましたが、入院、手術といろいろありまして、

考えた結果、例会場を新たにしたという事で、各委員

会また、クラブの資料を収納する、ラックを寄贈しよう

と考えております。 

 最後に、私のスローガンは「ロータリー活動に全

力投球」です。残念ながら、今の健康状態ではいきな

り全力投球は厳しそうです。少しずつ肩慣らしをして、

一日も早く全力投球ができるよう、頑張っていきます。 

 一年間、皆様のご協力、ご指導・ご鞭撻のほど何

卒よろしくお願い致します。  

                                                                                      

幹事報告 

 

中澤 伸浩 幹事 

（クラブより） 

・松井会員より、トロント国際大会のバナー、バッジを

贈呈頂きました。ありがとうございます。 

・前期会費納入について、4月被選理事役員会の承

認を得て、今年度ガバナー輩出準備金として、前

期・後期各１万円を加算しておりますので、ご理解

お願いします。また、本日当初に交付した領収書に

誤記がありましたので、改めて各位へ領収証を発行

させて頂きます。 

・本日、例会終了後、第 1回理事役員会を開催しま

す。 

・年度計画書は、うまくいけば 7月第 2回例会に間に

合うよう準備を進めております。 

（地区より） 

・自分発見高校生感動体験プログラムへのご協力依

頼が届いております。 

 

お客様挨拶 

 

2018－19年度国際ロータリー第 2770地区 

第 8グループガバナー補佐 大熊 進 様 

 あらためまして皆さんこんにちは。今日は例会場が

新しくなったということで初めて来ましたエレベーター

の 4 階、気持ち良かったですよ。中に入りましたら本

当に綺麗な純白の外壁の模様で素晴らしい例会場

だと思います。本日は、吉澤、中澤年度の始めての

例会ということでお招きいただきまして本当にありがと

うございます。また、新入会員の方もバッジをつけて

いただきまして誠に光栄にありがとうございます。今年

http://koshigayakitarc.dyndns.org/


週報                                       2018-2019国際ロータリーテーマ 

第 2770地区 第 8グループ                            “インスピレーションになろう” 

            ＲＩ会長 バリー・ラシン 

 

越谷北ロータリークラブ    

「ロータリー活動に全力投球」   2018-2019 吉澤晴雄会長 提言 

ホームページアドレス http://koshigayakitarc.dyndns.org/ 

3 

 

度ガバナー補佐をやります越谷南クラブ輩出の大熊

進と申します。 

いよいよ始まります。昨年の 6 月からボチボチ中川

さんからお呼ばれいたしまして活動をして参りました

けども本格的に始まる訳でございます。私は精一杯

頑張って参りたい、このように思います。 

貴クラブの吉澤さんは、昔から良く知っております。お

父様が越谷南クラブにおられましてその関係上、

色々と台湾の方にクラブとして旅行をした時に大変お

世話になりました。その方が今度会長ということでこん

なめでたいことは、無いと思っております。また、中澤

さんは、小林操さんのガバナー補佐の当時の幹事と

して素晴らしく補佐をしていただき、こんな立派な幹

事はおりません。吉澤さん安心して会長職をお願い

いたします。吉澤さんも病気をなさったということで、

まだまだフル回転ではございませんけども先ほどの

お話しのように徐々に体力を回復して実力が出てくる

と思います。皆さん方の大先輩がたくさんおられます。

そして会員の皆さんもたくさんおられます。どうぞご指

示ご支援を私の方からもお願いして参りたいと思いま

す。 

今日は、お招きいただきありがとうございます。私ど

ものガバナー補佐幹事が今日きております。同僚の

水町俊介と申します。一つご挨拶を申し上げたいと

思います。 

 

 

第 8グループガバナー補佐幹事 水町 俊介 様 

あらためまして皆さんこんにちは。只今ご紹介いた

だきました越谷南ロータリークラブ、ガバナー補佐幹

事の水町と申します。ガバナー補佐幹事ということで

越谷第 8グループの各クラブ連絡調整役という実質

的なところを担う形になっており皆さんにご迷惑をお

掛けするような事が無いよう精一杯 1年間勤めて参り

ますのでどうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 

2018－19年度 越谷南 RC  

会長 荒井 信宏 様 

あらためまして皆さんこんにちは。 

次年度越谷南ロータリークラブ会長の荒井信宏と申

します。 

実はですね越谷北クラブに来るのは前の例会場の

時と合わせて 2 回目になります。今日、この例会場に

来てまず目に入ったのが、吉澤会長提言がちょうど私

の席の目の前にございましてロータリー活動に全力

投球、これについて見た瞬間やっぱりそうかなと思い

ました。と言いますのも会長幹事会でお会いした時に

吉澤さんから会長提言決まりましたか？と尋ねられ私

は決まってなかったのですが、僕はもう決まっていま

すと言うお話がありました。どう言う事なのかと思いま

したが、その時はあえて聞きませんでした。今日こうし

て目のあたりにして、あらためて吉澤会長にふさわし

い提言だなと思いました。越谷北クラブにおかれまし

ては、越谷ジュニア甲子園野球大会を永年続けてら

れている事を南クラブの方から見ていて、すごく一生

懸命やられている事業と感じており、私も数回見に行

きましたが非常に良い、素晴らしい事業だなと思って

おります。さらには、越谷北クラブでは、越谷柔道大
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会もやられていて青少年に対する事業において第 8

グループの中でも際立って素晴らしい事業を行って

いるなと常日頃感じておりました。話は変わりますが

次年度は、小林操ガバナーを輩出されると言う事で

非常に第 8 グループの中でもグループ全体が盛り上

がっておりその中でも北クラブは、まさしく今すごい勢

いで発展、進化されておられると感じております。 

最後になりますが、今年度こちらの幹事の中村、南

クラブの会員共々小林ガバナーエレクトへ次年度は

もちろん今年度からも色々と、ご協力をさせていただ

きます。 

本日は、年度始めのお忙しい中、お招きいただき、あ

らためてありがとうございました。それでは、幹事の中

村からも一言ご挨拶申し上げます。 

 

 

同 幹事 中村 直弘 様 

皆さんこんにちは。まず年度始めの例会という事で

非常にお忙しいそんな中、貴重なお時間を頂戴しま

してありがとうございます。越谷南クラブの幹事を仰せ

つかりました中村直弘でございます。 

どうぞ宜しくお願いいたします。 

荒井会長からもありましたが私も最初に目に入った

のがロータリー活動に全力投球ということであらため

て身の引き締まる思いでおります。 

こちらに来る前に同じクラブの先輩方に北クラブさん

のことを伺いましたところ今第 8 グループで一番勢い

があるという事をお聞きしました。先ほどの野球大会も

そうですし地区に出られて活躍されている方もたくさ

んいらっしゃいます。私も北クラブの皆様と活動する

ことを通じて勉強させていただきたいと思います。 

1 年間私も全力投球で頑張りますのでどうぞご指

導ご鞭撻を宜しくお願いいたします。 

 

3分間会員スピーチ 

プログラム委員会 

松﨑 義一 委員長 

今年度は、吉澤会長からのご意見で会員スピーチ

を月に一度入れたせていただきました。テーマ、お題

目は、自由としております。ご自分の近況や最近の出

来事などで構いません。当日に私からご指名する形

をとらせていただきます。 

第一回目ということで私からとしては、5月に帯状疱

疹に罹ったこともあり皆さんも年齢的には、いつ罹っ

てもおかしくないと思いますので少しおかしいなと思

ったらお医者さんへ行かれることをおすすめいたしま

す。とこんな形で自由な内容で構いませんのでよろし

くお願いいたします。第1例会または、第 2例会「行う

予定です。来月については、また私の方からご連絡

ご指名をいたしまのでご協力お願いいたします。 

 

 

奨学金の贈呈 

 

米山記念奨学生 邵 丹陽 様  
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委員会報告 

親睦委員会 

本間 睦人 委員長 

皆さんこんにちは。本日、南越谷砂場にて 18 時よ

り吉澤晴雄年度出陣式を行います。吉澤年度が 1年

間無事、沈没する事なく皆さんで盛大に船出を祝い

たいと思いますのでご出席のほど宜しくお願いいたし

ます。 

会員増強維持委員会 

深野 秀樹 委員長 

皆さんこんにちは。先ほど皆様のボックスの方へ、

入会候補者カードをお配りいたしました。今年度は、

皆様に少なくとも 2名以上のご紹介をいただき、そう

しますと単純に 100名以上の候補者がリストアップさ

れる計算となります。 

今年度は、もとより先々何年後も、見据えて会員増強

活動をして参りたいと思いますので、入会候補者カー

ドをご記入の上、例会場へファックスまたは、私の方

まで皆様ご提出のご協力をお願いいたします。 

 

 

会長・幹事・副会長・公共イメージ部門所信表明 

 

吉澤 晴雄 会長 

2018-2019年度ＲＩ会長のバリー・ラシン氏は「BE 

THE INSPIRATION」「インスピレーションになろう」

のテーマを提言されました。「何か大きなことに挑戦し

ようというインスピレーションを、クラブや他のロータリ

アンに与えてください。自分より長く、後世にも生き続

けるものを生み出すために、行動を起こす意欲を引き

出していただきたいものです」と述べられています。 

また、2770地区中川高志ガバナーは「すべてはク

ラブ活性化のために－実り豊かな奉仕を目指して－」

との地区活動方針を示されました。「国際ロータリー、

ラシン会長の方針をできるだけ正確に会長、会員へ

伝え、ロータリアンの魂を呼び起こし、実り豊かな奉仕

へと結び付けたいと思っています。地区はクラブ活性

化のための支援を最優先の活動として運営していき

ます」と述べておられます。 

私の提言は「ロータリー活動に全力投球」とさせて

頂きました。奉仕も親睦も全てにおいて全力投球で、

完投を目指します。 

また、翌年には、当クラブから初めてのガバナーを輩

出致します。ガバナー輩出にあたり、何もかも初めて

の事で、不安も多いかもしれませんが、ＲＩ会長の提

言「BE THE INSPIRATION－何か大きなことに

挑戦しよう」こそが、当クラブに与えられた「大きなこと

に挑戦」なのかもしれません。 

一年間、ロータリー活動に全力投球で行きます。

皆様方のご指導、ご協力を何卒宜しくお願い申し上

げます。 

 

中澤 伸浩 幹事 

色々と分からないことだらけで皆様にご迷惑をお掛

けすることもあるかと思いますが、吉澤会長のもと、幹

事として精一杯頑張りますので、皆様のご協力をどう

ぞよろしくお願いいたします。 

会員の皆さん一人一人のロータリー活動への満足

度が高まるよう、部門委員長さん、委員長さん、会員

の皆さんとコミュニケートしながら進めて参ります。 

吉澤会長年度が充実した年度になりますよう、一年

間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 宮﨑 敏博 副会長 

吉澤年度に副会長の責務を預かりまし重責だと思

っております。会長はエレクト時にご病気をされ、まだ

完全回復までには至ってないとおっしゃっておられま

す。副会長として直前会長ともども協力して行き、会

長提言の全力投球を支えていきたいと思っておりま

す。一年間宜しくお願い致します。 
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宮﨑 敏博 公共イメージ部門委員長 

今年度、公共イメージ部門委員長を仰せつかりま

した。この部門以前は広報部門として活動して参りま

したが、二年前より公共イメージ部門となりました。ご

承知のとおりロータリーの公共イメージを多くの人々

に伝える部門です。当クラブは会報委員会、ロータリ

ー情報雑誌委員会の二委員会で構成されています

が、この二つの委員会がどのような形で公共イメージ

に繋がる活動ができるか考えていきたいと思っており

ます。具体的には、その都度委員会を開きお伝えし

たいと思います。どうか宜しくお願い致します。 

 

会長・幹事就任式 

 

長谷川直前会長から吉澤新会長へ 

バッジの交換、記念品の贈呈が行われました。 

 

 

 

 

続いて大島直前幹事から中澤新幹事へ 

バッジの交換、記念品の贈呈が行われました。 
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入会式 

 

 

小林 操 会員 

皆さんこんにちは。新年度になりまして新入会員を

ご紹介させていただきます。 

浅野目 猛さん 

19年ぶりに当クラブに復活いたしました。 

その前に私より早く当クラブに入会しています。年

数を言いますと昭和60年に入会して平成9年まで当

クラブにおりまして人生修行のため少しお休みをして

いました。仕事は、印刷機械関係、趣味はカンツォー

ネ 

歌いだすと歌い続けてマイクを離しません。 

スポーツは、テニス、マウンテンバイク。 

歳は、私より先輩です。非常に明るい方なのでどう

ぞ宜しくお願いいたします。 

 

 

浅野目 猛 会員 

本日は、ありがとうございます。入会を認めていた

だきましてですね。 

私も、小林ガバナーエレクトから紹介ありましたが、

19年前に北越谷の足利銀行さんの所で 10年間やら

せていただきました。その当時は国際奉仕委員会を

やらせていただき楽しくて、また再び越谷北ロータリ

ーに入会する運びとなり皆さんご指導宜しくお願いい

たします。 

 

 

 

 

    
 

・吉澤会長、中澤幹事とも宜しくお願い致します 

大熊 進 

・本日はお世話になります。また 1 年間宜しくお願い

致します                     水町 俊介 

・年度始めのお忙しい第一例会に訪問させて頂きまし

て誠にありがとうございます。中澤幹事、越谷南 RC会

員一同ともども 1年間宜しくお願い申し上げます。 

荒井 信宏 中村 直弘 

・2770地区第 8グループガバナー補佐大熊進様、補

佐幹事水町俊介様、越谷南 RC会長荒井信宏様、幹

事中村直弘様、本日はようこそお越し頂きました 

本年度1年間全力投球で行きますので、宜しくお願い

致します。                    吉澤 晴雄 

・大熊カバナー補佐、荒井会長ほかお客様ようこそ、

色々分からないことだらけでご迷惑をおかけすることも

あるかと思いますが、精一杯がんばりますので、吉澤

年度皆様のご協力をよろしくお願いします。 

中澤 伸浩 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/
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・吉澤会長、中澤幹事、1年間気合を入れて全力投球

で頑張って下さい。大熊ガバナー補佐、荒井会長他

南 RCの皆さまようこそ!!        

大熊 正行 

・吉澤会長、中澤幹事 1年間良い思い出が出来ます

よう祈念いたします。             

岡崎 勲 

・吉澤年度出発、お祝いします。 

大熊さんありがとうございます。     

稲垣 勝三 

・吉澤年度、発進おめでとうございます。1年間、宜しく

お願い致します。            

一柳 昌利 

・吉澤会長お体を大切に頑張って下さい。本日もよろ

しくお願いします。         

髙 瑠美子 

・長谷川前会長・大島前幹事、1年間お疲れさまでし

た。 吉澤会長、中澤幹事今年度スタートおめでとう。

健康に留意して 1年間頑張って下さい。 

青木 清 黒田 幸英 鈴木 英男  

・吉澤会長、中澤幹事 1年間頑張って下さい。 

宜しくお願い致します。 

会田 謙二 市川 洋和 江口 公晴  大島 直幸 

川島  徹 木村 二夫 小林  操 小宮山 大介 

須賀 篤史 新沼  徹 長谷川 真也 本間 睦人 

松井 昭夫 松﨑 義一 宮﨑 敏博 渡辺 裕介 

・お客様いらっしゃいませ。宜しくお願いします。 

堀野 眞孝 

・世界平和の為に、新沼委員長頑張って下さい! 

大濱 裕広 

・浅野目猛さん入会おめでとうございます。  

小林 操 

・新入会員の浅野目です。今日から皆様宜しくお願い

致します。                      

浅野目 猛 

 

出席報告 

 

会員数            49名 

出席免除者         14名 

出席者            38名 

欠席者            11名 

出席率            86.4% 

 

吉澤年度出陣式風景 

処：南越谷「砂場」 

 

吉澤会長の出陣で盛り上がっています 

 

中澤幹事、小宮山会員、大濱会員 

笑顔がとっても素敵です 

 

長谷川直前会長もごきげんです 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/

